
仕事内容◆ 保険営業：生・損保の販売とアフターサービス
資 格◆ 原則採用時満５０歳未満（職務経験不問）

高卒以上または同等の学力等を有する方
国籍不問

給 与◆ 初任給月額 14.6万円～
※上記に加え実績給あり

（職務の遂行状況等、所定の条件を満たした場合）
（職員採用後、一定期間経過後に見直しあり）
※初任給は職歴・学歴などによって決定

時 間◆ ９時～１７時(休憩６０分）
休日休暇◆ 週休２日制・年末年始・有給
待 遇◆ 賞年２（職員採用後） 通勤交通費補助 各社保完備
受動喫煙防止対策◆屋内全面禁煙

応応 募募◆◆ 下下記記ににごご連連絡絡くくだだささいい。。

日日本本生生命命保保険険相相互互会会社社 広広島島支支社社
吉吉田田営営業業部部 担担当当：：畑畑本本

所所在在地地：： 広広島島県県安安芸芸高高田田市市吉吉田田町町
吉吉田田3785

ＴＴＥＥＬＬ：： 0826－－42－－0529

採20-40530,20/6/2（期限21/6）

人権講演
「コロナ禍の今と後を生きる」
新型コロナウイルス感染症の影響
で、これまでの「あたり前」が通用し
なくなり、社会の閉塞感と個々の生
きづらさが増しています。そうした
中「人権尊重の精神」が置き去りに
されてはいけません。北九州でホー
ムレス支援を続けてきた奥田さん
に、これからの「生きる」ということ
についてお話を伺います。
※新型コロナウイルスの感染防止
対策を取り開催します。
※マスクを着用していない方、体調
の悪い方の参加はご遠慮ください。
講師NPO法人抱

ほうぼく

撲　理事長
　  奥田知志さん

時9月24日（木）　13時30分～
所クリスタルアージョ2階大ホール
定員50～70人　※先着順
問 申吉田人権福祉センター
　　☎・お太助フォン42-2826
　　 42-2831

メール申込フォーム

遺言書を法務局が保管します
法務局の遺言書保管所で自筆証明
書遺言書を保管する制度が始まり
ました。自身の財産を家族等へ確
実に託す方法の一つとして活用して
ください。
※申し込みには事前予約が必要で
す。
問 申広島法務局三次支局
　　☎0824-62-5070
http://houmukyoku.
moj.go.jp/hiroshima/

相談今月の

新型コロナウイルス感染症
無料電話相談
広島司法書士会では、新型コロナ
ウイルス感染症の影響で生活や仕
事などに困りごとを抱えた方への
電話相談に応じます。
料無料
時8月3日（月）～10月28日（水）
　毎週月・水（祝祭日除く）
　17時～20時
問広島司法書士会
　☎0120-550-503

時日時　問お問い合せ先　所場所　予予約　備備考　料料金　申申込

あきたかた市民文化祭
「展示芸術の祭典」
絵画、書、生け花など、市民の創作
作品を多数展示します。

※新型コロナウイルス感染症の影
響で、今年は開会式、ロビーコン
サート、お茶会は開催しません。
時 9月27日(日)～10月3日(土)　　
　10時～17時（最終日は16時まで）
所クリスタルアージョ
問生涯学習課　文化・スポーツ振興係
　☎・お太助フォン42-0054
　 42-4396

トピックスその他
の

お知ら
せ

自衛官募集　～平和を仕事にする～
問自衛隊可部募集案内所　☎082-815-3980

※詳しい内容につきましてはホームページをご覧になるか、　自衛隊可部募集案内所にお問い合わせください。
※本庁・各支所にパンフレットを置いていますのでご利用ください。 検索広島地本

募集項目 応募資格 受付期間 試験日

自衛官候補生 18歳以上33歳未満の者 年間を通じて行っております 受付時にお知らせします

一般曹候補生 18歳以上33歳未満の者 7月1日～9月10日 1次：9月18日～20日いずれかの日
2次：別に示されます

航空学生 海上：18歳以上23歳未満の者
航空：18歳以上21歳未満の者 7月1日～9月10日

1次：9月22日
2次：別に示されます
3次：別に示されます

防衛大学校 一般 18歳以上21歳未満の者 7月1日～10月22日 1次：11月7日、8日
2次：別に示されます

防衛医科大学校
医学科 18歳以上21歳未満の者 7月1日～10月7日 1次：10月24日、25日

2次：別に示されます

看護科 18歳以上21歳未満の者 7月1日～10月1日 1次：10月17日
2次：別に示されます

予備自衛官補
一般 18歳以上34歳未満の者

7月1日～9月11日 10月3日～6日いずれかの日
技能 お問い合わせください

広告

■応募資格
高校生以上で、本市に在住・在勤・
通学している方
■テーマ
安芸高田市の自然、風物、風土など
■作品規格
水彩画、四つ切画用紙
（380㎜×540㎜）
・作品は額装してください（種類は自由）
・額裏面には吊金具、吊ヒモを取り付け
てください
・天地を明記してください

八千代の丘美術館
水彩画展2020

〈 寄附件数 〉557件
〈 寄附額 〉11,140,000円（7月分合計）

安芸高田市ふるさと納税寄附金額

地方創生推進課　まちづくり支援係
☎・お太助フォン42-2124

「安芸高田市が好き！」「安芸高田市
を応援したい！」という市外在住の
知り合いの方にふるさと納税を勧め
て、安芸高田市ファンをたくさん増
やしましょう！

市ホームページ
「ふるさと納税で
  安芸高田市を応援してください」

安芸高田市ファンを増やそう！

ふるさ
と納税

イベント情報八千代の丘美術館

☎・お太助フォン 52-3050
［ 開館時間 ］ 10時～17時
　　　　　　(入館は16時30分まで)

［ 休 館 日 ］毎週火曜日（祝日の場合翌日）

［ 入 館 料 ］ 一般300円・65歳以上200円・
小中学生200円・障害者手帳をお持ちの方

（介助者１人を含む）無料

市の自然や暮らし、未来に残したい光景などを
テーマにした水彩画を募集します。

■賞
市長賞（賞金5万円）
他3点（賞金1万円）
優秀賞3点（水彩絵具12色セット）
入選23点（八千代の丘美術館招待券、
記念品）
■応募期間
11月20日（金）～12月10日（木）
■作品受付場所
八千代の丘美術館
市内各文化センター

作品
募集

□選挙管理委員会事務局　☎・お太助フォン42-1136問

 安芸高田市長選挙 結果
投票総数 13,501 有効投票数 13,420 無効投票数 81

https://www.akitakata.jp/
ja/shisei/section/
chihousousei/s139/

1

2

当選人

［ 候補者 ］

8,076

5,344

石 丸  伸 二
竹本 みねあき

［ 得票順 ］ ［ 得票数 ］
  吉田町 八千代町 美土里町 高宮町 甲田町 向原町 計

 有権者数 8,460  2,908  2,245  2,753  4,142  3,188  23,696 

 投票者数 4,842  1,406  1,388  1,510  2,544  1,812  13,502 

 投票率 57.23% 48.35% 61.83% 54.85% 61.42% 56.84% 56.98%
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